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現在、明治安田生命では、「MY Mutual WayⅠ 期 」の中期経営計画において、4

「大」改革、2「大」プロジェクトを推進し、10年後にめざす姿の実現に向け、「社会

的価値の向上」と「経済的価値の向上」の好循環創造に向けた取組みを推進しています。

そのなかで取り組む人事マネジメント改革では、「メンバーシップ型雇用」への

こだわりを前提に、「明治安田フィロソフィー」を体現する人財を、「長期的時間

軸」で育成し、「一人ひとり」の個性やありようを尊重するという方針を基本に据え

ています。

目に見える商品も工場も持たない私たちが、30年40年にも及ぶお客さまからの負託

に応えるためには、一人ひとりの人財としっかりと向き合い、使命感の醸成や、不断

の自己変革・自己成長の促進に努める必要があると思うからです。
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次から次へと支配的な種や株が変わっていく新型コロナウイルスは、突然変異と

適者生存からなる自然選択の姿をあらためて私たちに強く印象付けました。アフリカのモザンビーク

では過半数のメス象は牙を生まれながらに持たないそうですが、これは、象牙を狙う密猟の対象とな

らない突然変異で生まれた象が、子を成すチャンスが多かったことから、自然選択の結果、生まれた

現象です。

多様性を持つ種だけが環境変化に耐え抜いて生存することができる。これは、地球上の生物共通の

普遍的ルールであり、人類も、そして人類が創った企業も例外ではありません。ダイバーシティは生

存するための前提条件です。

さらに、人類は、他の動物やウイルスのように、姿・形を変えながら、ただただ生存を目的に生き

ているわけではありません。すぐれて人間だけが、生きる「意味」を問い続けます。多様な個が存在

する（ダイバーシティ）だけでなく、一人ひとりが、自分らしさを表現しながら、仲間同士との絆や

相互作用のなかで働く意味や幸せの意味を感じられる（インクルージョン）ことが大切な所以です。

ダイバーシティとインクルージョンを大切にしながら、従業員一人ひとりが明治安田フィロソ

フィーを体現する存在となったとき、一人ひとりが真摯に誠実に自らの幸せを追求し行動するならば、

それは持続可能な社会づくりへの貢献につながり、結果としてお客さまへ確かな安心と幸せをお届け

することとなり、結果として会社は成長・発展していくものと考えます。こうした美しい循環を創っ

てまいりたいと想っております。



明治安田フィロソフィー
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経営理念

明治安田フィロソフィーは、当社の基本的な理念を示すものとして、

経営理念、企業ビジョン、明治安田バリューで構成しています。

確かな安心を、いつまでも
私たちは創業以来、相互扶助の精神のもと、生命保険事業のパイオニアとして、お客さまそして地域社会を支えてきました。

いつの時代も変わることのない「人の想い」が込められている生命保険。

託された一人ひとりの想いに応え、お客さまが健康で安心してくらせるよう、生涯にわたって支え続けることが、私たちの使命です。

「確かな安心を、いつまでも」

私たちは、この⾔葉を胸に、これからもお客さまを大切にする会社に徹し、いつまでも変わらない安心をお届けします。

あわせて、一人ひとりの健康づくり、地域社会の発展を応援し、相互扶助の輪を広げることを通じ、

持続可能で希望に満ちた豊かな社会づくりに貢献します。

信頼を得て選ばれ続ける、人に一番やさしい生命保険会社

お客さまとの絆

お客さまに寄り添い、
アフターフォローで
感動を追求する

地域社会との絆

社会から必要とされる
価値を創造し、

地域の発展に貢献する

未来世代との絆

未来の世代を想い、
持続可能で希望に満ちた

豊かな社会づくりに貢献する

働く仲間との絆

挑戦意欲や多様性を尊重し、
働きがいのある職場を

実現する

お客さま志向・倫理観
一．私たちは、お客さまを大切にし、⾼い倫理観のもと行動します。

挑戦・創造
一．私たちは、果敢に挑戦し、新しい価値を創造します。

協働・成長
一．私たちは、働く仲間と互いに助け合い、共に成長します。

当社の存在意義・使命

企業ビジョン

当社が長期的にめざす姿

明治安田バリュー

役員・従業員一人ひとりが

大切にすべき価値観



D&Iの取組みによるSDGsへの貢献
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社会課題 当社の取組み

健康寿命の延伸

・「みんなの健活プロジェクト」の推進、「健康科学プログラム」の取組みにより、お客さま・従業員の健康を増進

・「女性の健康課題」に対して、本人ならびに上司も含めたリテラシー教育を実施

・「健康経営優良法人ホワイト500」5年連続受賞

ダイバーシティの推進

・管理職（ＭＹリンクコーディネーターの幹部職である支部マネジャー等を含む）の3人に2人、また課長相当職以上
の女性管理職比率30%を達成

・アジア開発銀行への「ジェンダーボンド」投資を通じ、アジア太平洋地域におけるジェンダー平等、活躍推進を
支援

働き方改革の推進

・原則同一労働同一賃金を達成

・希望する契約社員の約1900人を正社員に登用、キャリア形成支援を目的とした研修等を実施

・特例子会社等を含む明治安田生命グループ全体で、さまざまな障がいを持つ職員を雇用

・ワーク・ライフ・マネジメント・プログラムを通じて「新たな働き方」を推進

人権の尊重・推進

・毎年6月開催、「ダイバーシティ・フォーラム」でD&I推進に向けたトップメッセージを発信

・聴覚障がい者向けUDトーク搭載タブレットや字幕の活用等を推進。また障がい者専用窓口の設置や上位職登用
機会を提供

・LGBT従業員に向けてライフイベント休暇や社宅の貸与等福利厚生の一部を同性パートナーを配偶者として運用、
専用相談窓口設置、トイレ設置など働きやすい環境を整備

・人権方針の制定、企業倫理ホットライン・コンプライアンス110番を設置

地方創生の推進
・当社のD&Iに関する取組みについて各自治体との包括連携協定を通じ、地域のみなさまの暮らしの充実や地域の

課題解決に貢献

明治安田生命は、「確かな安心を、いつまでも」という経営理念のもと、さまざまな事業活動を通じて、「お客さま」「地域社会」「働く仲間」

との絆を深め、それを「未来世代」に引き継ぐことで、企業ビジョン「信頼を得て選ばれ続ける、人に一番やさしい生命保険会社」の実現をめざし

ており、これは「持続可能な社会の実現」を目的としたSDGsの理念とも軌を一にするものであると考えています。当社は、引き続き、「みんなの

健活プロジェクト」の推進を通じたお客さまの健康増進、「地元の元気プロジェクト」および「明治安田生命Jリーグ」の応援を通じた地域社会の活

性化、2050年カーボンニュートラル目標の達成に向けたCO2排出の削減等の環境保全・気候変動への対応、従業員がいきいきと活躍できる職場環境

の整備など、さまざまな活動を通じて、SDGsの達成や社会課題の解決、そしてサステイナブルな社会づくりに貢献していきます。



「多様な人財の活躍」
「多様性受容と相互成長」

をめざす

ダイバーシティ&
インクルージョン

D＆Iの推進

めざす姿

✓ 多様な人財が能力を最大限に発揮できる風土

✓ 多様性を受容し、相互成長できる風土

推進体制

当社は「ダイバーシティ・マネジメントの推進」を中期経営

計画・年度計画における重点事項と位置づけ、2012年に人事部

内に「ダイバーシティ推進室」を設置し、「ダイバーシティ＆

インクルージョン」の計画策定と推進を行なっています。

経営トップのコミットメントのもと体制整備を進め、全所属

で「ダイバーシティ推進リーダー」を任命し、各組織における

自律的な「D&I」推進体制を構築しています。
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基本方針

中期経営計画では、従業員一人ひとりが持てる能力を最大限

に発揮し、存分に成長・活躍できるよう、「人事マネジメント

改革」に取り組んでおり、そのなかで「ダイバーシティ＆イン

クルージョンの推進」を重点基盤に位置付け、「女性」「シニ

ア」「障がい者」等の多様な人財の活躍を支援していきます。

長期的な視点にたった人財育成

一人ひとりの意欲や適性に基づく
成長・活躍の後押し

上記を支えるための体制整備

シニアの
活躍推進

相互成長
できる

風土醸成

女性の
活躍推進

障がい者の
活躍支援

両立支援

めざす姿の実現あたっては、「女性の活躍推進」「シニアの活

躍推進」など、領域ごとに推進しています。

人事
マネジメント

改革



数字で見るD&Iの進化
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年度 2012 2013 2019 2020 2021 2022 備考

女性役員人数（社外取締役・執行役員） 1名 1名 2名 2名 2名 3名

4月1日時点女性管理職比率（課長相当職以上） 3.8% 8.6% 24.4% 30.1% 33.3% 34.1%

女性管理職人数（課長相当職以上） 69名 164名 311名 384名 407名 418名

障がい者雇用率 1.90% 2.07% 2.21% 2.28% 2.28% 2.42%
6月1日時点

障がい者在籍数（換算） 807名 875名 1,004名 1,073名 1,157名 1,214名

男性育児休職取得率 8.3% 32.0% 98.6% 100% 100% －
当該年度に

取得期限を

迎える職員

■ 推移

2012        2014             2015             2016             2017    2019             2020             2021             2022

• 契約社員の「正社員化」
• リモート型勤務展開
• 嘱託再雇用の上限年齢引き上げ
• ワーク・ライフ・マネジメント
の推進

•「ダイバーシティ・フォーラム」の開催

• 職種の再編・統合（～2017年）
• 処遇制度の改正（同一職務＝同一賃金）

• 65歳定年制度導入

• イクボス運営

女性役員
（社外取締役・執行役員）

3名2020年4月

女性管理職
30%達成

2020年〜

男性育児休暇
取得率 100%

ダイバーシティ
推進室の設置 • 特例子会社「明治安田ビジネスプラス」設立

• L-NEXT運営（女性管理職の計画的な育成・登用に向けた育成体制の構築）
• ワーク・ライフ・バランスの推進
• 社内ポータルサイト「ダイバーシティ＆インクルージョン推進サイト」の展開
• ダイバーシティ推進リーダーの任命



国内グループ会社における取組み

シニア活躍の取組み

グループ会社によって年齢構成や職種は様々ですが、長年の

経験やスキル・能力をさらに活かして活躍できるよう、グルー

プ会社の状況に応じて、65歳までの定年延長、嘱託再雇用制度

導入等の取組みを進めています。

今後、シニアのキャリア形成や意欲醸成の支援に向けたグ

ループ会社横断での研修、デジタル化の進展を踏まえたデジタ

ルスキルアップにかかる研修等の導入により、一人ひとりに対

してのサポートを実施していきます。

女性活躍の取組み

グループ各社から推薦のあった女性職員に対し、「女性管理職

候補者向け研修」を実施しています。また、2023年に女性管理職

数を130人とすることを目標として、上記の研修のほか、グルー

プ各社において女性管理職候補者のプーリングを行なう等、女性

管理職の継続的かつ計画的な輩出に向けて取り組んでいます。
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障がい者活躍の取組み

2017年に特例子会社として「明治安田ビジネスプラス」を設

立し「一人ひとりの多様性を尊重する、人に一番やさしい会

社」を掲げ、働く気持ちのある人を応援しています。

また、明治安田生命グループ全体として障がい者法定雇用率

の達成に取組み、障がいを持つ人と協働に取り組んでいます。

2021年 2023年（目標）

女性管理職数 105人 130人

女性管理職占率 18.8％ 22.4％

◆国内グループ会社等（除く特定目的会社、関連法人等）

・明治安田システム・テクノロジー株式会社
・明治安田オフィスパートナーズ株式会社
・明治安田商事株式会社
・明治安田収納ビジネスサービス株式会社

・公益財団法人明治安田厚生事業団
・公益財団法人明治安田こころの健康財団
・公益財団法人明治安田クオリティオブライフ文化財団
・一般財団法人明治安田健康開発財団

・株式会社明治安田総合研究所
・明治安田保険サービス株式会社
・明治安田ビジネスプラス株式会社
・株式会社ダイヤモンド・アスレティックス
・株式会社サンビナス立川

・明治安田損害保険株式会社
・明治安田アセットマネジメント株式会社
・明治安田ビルマネジメント株式会社
・明治安田ライフプランセンター株式会社



外部からの評価
8

厚生労働省から、従業員が仕事と子育てを

両立できる環境整備のための行動計画への取

組みと実績が認められ、「プラチナくるみん

認定」を取得

▶︎ プラチナくるみん認定（2015年度）

経済産業省が、「ダイバーシティ経営（多

様な人材を活かし、その能力が最大限発揮で

きる機会を提供することで、イノベーション

を生み出し、価値創造につなげている経営）」

に優れている企業を表彰

▶︎ダイバーシティ経営企業100選（2014年度）

内閣府男女共同参画局が、女性が活躍でき

る職場環境の整備を推進するため、役員・管

理職への女性の登用に関する方針、取組およ

び実績並びにそれらの情報開示において顕著

な功績があった企業を表彰

▶︎ 女性が輝く先進企業表彰

「内閣府特命担当大臣表彰」受賞（2016年度）

ワーク・ライフ・バランスの意識醸成およ

び女性管理職登用に向けた取組みを戦略的に

展開したことが評価され、産業分野における

最⾼位である「大賞」を受賞

▶︎ 東京都女性活躍推進大賞（2020年度）

任意団体「work with Pride」が、LGBT当事

者が働きやすい職場環境を提供する企業を表彰

2017～2021年認定受賞（5年連続「ゴールド」）

▶︎ Pride指標

女性管理職登用にむけ、継続的なキャリア

アップに向けた各種研修、人事制度の整備お

よび、男性育児休職取得率の向上などの取組

みが評価され、「優秀賞」を受賞

▶︎ 大阪府男女いきいき事業者表彰（2020年度）

◆くるみん認定

・明治安田アセットマネジメント
・明治安田システム・テクノロジー
・明治安田オフィスパートナーズ

「日経WOMAN（2022年6月号）」の『2022女性が活躍する

会社BEST100』において、総合ランキング17位、ワークライフ

バランス度1位を獲得

▶︎ 「日経WOMAN」女性が活躍する会社BEST100



女性の活躍推進

「輝く女性の活躍を加速する男性
リーダーの会」行動宣言への賛同

内閣府男女共同参画局が支援する「輝く女性の活

躍を加速する男性リーダーの会」に賛同し、2015年

から行動宣⾔に沿った取組みを策定・公表していま

す。2021年度の当社取組みは以下のとおりです。

数値目標の設定

従業員の約9割が女性であることから女性の活躍が成長のエンジンと考え

ています。2013年に「2020年女性管理職登用30%」を目標に掲げ、以来、

女性管理職登用に向けた育成体系を整備・拡充。登用目標設定以降、各所属

から女性管理職候補者の推薦を促し、全社力を結集して育成・登用を行なっ

てきた結果、2012年には3.8%であった「女性管理職」について、2020年に

は30.1%と目標を達成、2022年4月時点では34.1%にまで向上しました。
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目標①

一般事業主行動計画の策定
（計画期間：2020年4月1日〜2023年3月31日）

各地域に根差して活躍する営業職員（MYリ

ンクコーディネーター等）の幹部等を含む

女性管理職を3人に2人とするとともに、従

来から取り組んできた課長相当職以上の女

性管理職比率30%以上を堅持する

男性の育児休職の100%取得を通じ、男女関係

なくだれもが働きやすい職場環境を整備する
目標②

2012

3.8%

2013

8.6%

2019

24.4%

2020

30.1%

2021

33.3%

目標
達成

2022

34.1%

女性管理職比率
2022年4月時点

34.1%（418人）

女性活躍推進法に基づき、以下の目標を掲げています。

男性育児休職取得率
2021年度

100%（112人）

■ 組織の意識改革のための取組

全国各組織の管理職、女性リーダーが参加する

「ダイバーシティ・フォーラム」では、トップ自ら

の⾔葉で女性活躍をはじめ多様な人財の活躍の重要

性を伝えるとともに、優れた取組を行った管理職を

社長表彰するなど、会社全体でダイバーシティ＆イ

ンクルージョンの推進と定着に努めている。

■ 原則として契約社員のうち希望者全員を

「正社員化」

一人ひとりの実績および意欲・適正に基づく成

長・活躍をいっそう後押しすることを目的に、2021

年4月1日に約1,900名の契約社員を総合職（地域

型）へ移行しました。当該職員については、事務

サービスを中心とした幅広い職務への登用を通じて

人財育成を行なっていきます。

人事制度改正



女性の活躍推進

L-NEXT（女性管理職等登用候補者育成体制）

女性管理職の継続的かつ計画的な輩出に向けて、各組織の所属長から推薦の

あった女性職員のなかから人事部が選抜し、「L-NEXT」として登録する育成

体制を整備しています。

2021年度からは、従来の管理職登用を目的とした「L-NEXT1」「L-NEXT2」

に加えて、経営管理職等のさらなる上位職登用を目的とした「L-NEXTアド

バンス」を新設。また、「専門コース」を設置し、経営人財と専門人財の双

方での育成に取り組んでいきます。
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L-アカデミア

・社外講師による研修
「ありたい姿（ビジョン）」と

「自身の役割（ミッション）」の策定

・パナソニック コネクト、
ヤマト運輸との

異業種3社による研修

・L-NEXTアドバンス
⇒常務執行役・執行役員との
メンタリングおよび女性経営管理職
とのパネルディスカッションを実施

・L-NEXT1
⇒本社部長とのメンタリングを実施

役員・本社部長とのメンタリング／女性経営管理職とのディスカッション

ビジネススキル研修 異業種研修

2021年4月に契約社員か

ら総合職（地域型）に移行

した職員等を対象に、キャ

リア形成支援等を目的とし

た育成施策「L-アカデミ

ア」を新設しました。

（※１）部長相当職への登用が期待される職員
（※２）グループマネジャー等への登用が期待される職員
（※３）総務・内部管理課長等への登用が期待される職員
（※４）ＦＰコンサルタント等への登用が期待される職員



女性の活躍推進

自己選択制度
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2004年入社。東北公法人
部で法人営業担当として
活躍し、2018年にキャリ
ア・チャレンジ制度（異
動型）を利用し、法人
サービス部に配属。2021
年4月から現職。

総合職地域型で入社し、地元である仙台で法人営

業担当として勤務するなかで、2018年に「キャリ

ア・チャレンジ制度」に応募し、法人サービス部に

配属となりました。本制度の任期は原則3年でした

が、引き続き業務経験を積みたいとの思いから、リ

モート型に応募し、2021年からは所属職務はそのま

まに仙台へ戻り本社業務に従事しています。

本制度を活用したことで、業務の幅が広がり、

キャリア・ビジョンが描きやすくなりました。

法人サービス部 大阪法人事務サービスG

寺田 千代子 主任スタッフ

利用者の声

一人ひとりの自己実現およびキャリア開発支援を目的に、職員が希

望職務を自分自身で選択できる「キャリア・チャレンジ制度（異動

型）」を実施しています。

本制度を活用し新たな組織・職務に挑戦する職員は、前年度から

111名増え、2022年度は168名となっています。

総合職（地域型）の活躍機会の提供および上位職登用に向けたキャ

リア形成支援を目的に、めざす職務に関連する部署において短期間の

業務体験を行なう「社内短期留学」を実施しています。

2021年度は新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、一部オンライ

ンでの実施となりましたが、東京33組織、大阪4組織の計37組織で

247人が業務体験を行ないました。

■キャリア・チャレンジ制度（異動型）

■ 社内短期留学

社内短期留学の様子
（左：お客さま志向統括部／右：デジタル戦略部）

2021年4月から育児や介護等との両立支援

および地方在住者のキャリア開発支援として、

地方在住のまま東京本社の仕事ができる

リモート型勤務を試験展開

（2022年4月現在、全国42名が利用）

リモート型



シニアの活躍推進
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人事制度改正

2019年4月に職員の定年を65歳

まで延長しました。加えて、2021

年4月には定年後の嘱託再雇用の上

限年齢を70歳まで引き上げ、意

欲・能力の⾼い人財が活躍し続け

られる環境を整備しています。ま

た、2022年4月からは総合職（シ

ニア型）について、全国コースを

新設。シニア層の「より幅広い」

活躍を後押ししていきます。

支援体制の整備

定年延長等による活躍期間の長期化をみすえ、役割発

揮に向けた挑戦意欲の醸成、動機づけを目的に、マイン

ドセットや基礎スキルの修得に向けた支援体制を整備し

ています。

2022年度には新たに、シニア全層を対象とした「キャ

リア・セミナー」の開催や、ベーシックなＩＴスキルの

習得に向けた継続的な学習機会の提供を行ない、いっそ

うの活躍の後押しに取り組んでまいります。

シニアの活躍

今後の職員数の減少やさらなる⾼齢化をふまえ、

意欲あるシニア層については継続的に管理職への積

極的な登用を行なっています。



障がい者の活躍支援
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特例子会社
2017年に特例子会社「明治安田生命ビジネスプラス」を設立し、多様な障がいを持

つ人財の雇用をよりいっそう推進しています。現在、約170名がデータ入力や、名刺作

成などのオフィス業務にくわえ、社内に設置しているコンビニエンスストア「セブン

イレブン 明治安田生命店」で接客、商品発注、在庫管理等幅広い業務を行なってい

ます。

障がい者の雇用

だれもが、いきいきと活躍できる職場の実現をめざし、障がい者雇

用に積極的に取り組んでいます。明治安田生命（特例子会社含む）で

は945人を雇用しています。

人事運用の見直し

2022年4月から、障がい者の「働きがい」と「働きやす

さ」を実現する環境整備をめざし、さらなる活躍支援を目的

に処遇および運用を見直しを実施します。

具体的には、総合職（地域型）へ登用するルートの新設や、

評価制度を整備し⾼評価者には2024年度賞与から反映させる

など、頑張った人が報われるよう見直しを行ない、いっそう

の活躍支援を実施してまいります。

働きやすい職場環境を整

えるべく、聴覚障がいのあ

る職員に向けたUDトークア

プリの導入、障がい者専用

相談窓口の設置や上位職へ

の登用機会の提供にくわえ

毎年、満足度調査を行なっ

ています。



風土醸成
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ダイバーシティ・フォーラム（セミナー）

各組織におけるダイバーシティ・マネジメントの自立展開を促し、多様な人財の

活躍推進に向けた管理職の意識改革と、効率的な働き方の実現に向けた職場での風

土醸成等を目的として、2014年度から「ダイバーシティ・フォーラム」を開催し

ています。各組織の管理職およびダイバーシティ推進リーダーを招集し、トップ

メッセージを発信、D&Iの課題解決策を討議する場として毎年開催しています。

※2020年度・2021年度は「ダイバーシティ・セミナー」としてオンラインで開催

ダイバーシティ＆インクルージョン推進サイト

各組織におけるダイバーシティ＆インクルージョンの推進に向けた取組事例、社

内で活躍する職員の紹介のほか、ワーク・ライフ・マネジメント推進に向けた取組

事例等を掲載した専用サイトを展開し、定期的に全従業員向けに発信しています。

ワーク・ライフ・マネジメントの推進イクボスの取組み

一人ひとりが働きやすく働きがいのある職

場づくりの実践によるワーク・エンゲイジメ

ントの向上を目的に、管理職を「イクボス

※」と位置づけ「イクボス宣⾔・アクション

プラン」を策定しています。このPDCAサイ

クルの実践等により、働く仲間の環境と成長

をサポートしています。

※「明治安田フィロソフィー」の日常的な行動への発現を促進

し、かつダイバーシティ＆インクルージョン（以下D&I）を

いっそう推進する上司

「仕事」と「生活」双方を充実させ、その好循環を重視する働き方によって

生産性向上をめざす「ワーク・ライフ・マネジメント」に取り組んでいます。



「ワーク・ライフ・マネジメント」の推進に向けた環境整備や両立支援策の拡充に取り組んでいます。

2022年度からは「育児」 「介護」 「治療」「女性の健康課題」の4カテゴリーで支援策を展開しています。

両立支援
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育児 介護 治療 女性の健康課題

「ワーク・ライフ・マネジメント・ハンドブック」の刊行

相談窓口の運営

両立モデルの紹介

「復職応援セミナー」
の実施

「仕事と介護の両立セミナー」
の実施

育児休職から復職(予定)の女性従

業員を対象に開催しています

親の介護についての準備・心構え

や、介護に直面した際の対応等に

ついて学べる機会となっています

治療経験者ネットワーク
「Peer Support Bond※」の設立

※同じ共通項と対等性をもつ人同士

（ピア）が支え合うつながり・絆

2022年度新規実施事項

仕事との両立にかかわる基本的な情報等

を集約した「ワーク・ライフ・マネジメン

ト・ハンドブック」を発行、別冊版として

本人向けの「両立実践編」と、上司・同僚

向けの「サポート編」を作成しています。

★

★

管理職向け
ヘルスリテラシー研修の実施

★

重度疾病治療と仕事の両立経験者

による交流会を実施します

月経、不妊、更年期などの女性特

有の疾病に関するヘルスリテラ

シーの向上と理解促進を目的に実

施します

「ワーク・ライフ・マネジメント講座」の実施★

ワーク・ライフ・マネジメントの実現に向けた職場風土の醸成を後押しすることを目的に、本人向け、上司・同僚向けの講座を実施します



両立支援
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介護との両立

2021年度からリモート型として収益管

理部に勤務しています。両親が「超」後期

⾼齢者で、介護が必要になる等の健康面で

の不安が増してきたことから、実家の最寄

り拠点への異動を考えていたところ、上司

から「リモート型」の話を聞き、応募しま

した。本制度により、これまでの経験や

キャリアを活かし、働き続けることができ

ています。私の場合は、自宅に家族を残し

て単身で実家に転居してきたので、「ワー

ク」と「ライフ」のうちの、「ライフ」の

ウェイトがかなりありますが、ケアマネ

ジャーさん、訪問看護師さん、福祉介護士

さんなどの支援をいただきながら、仕事と

介護を両立しています。まだ不慣れな点も

ありますが、今後も「ワーク」と「ライ

フ」双方の質の向上を図れるよう努めてい

きたいと思います。

収益管理部
国際基準計理Ｇ

今泉 裕夫
上席アクチュアリー

1982年入社。営業人事
部、収益管理部、監査委員
会事務局を経て、2021年
から現職。

育児との両立

第一子出産時には、初めての子育てであるため「仕

事と育児の両立」に不安を感じていましたが、「復職

応援セミナー」で育児を経験されている先輩職員の経

験談を聞くなどして、その不安を解消することができ

ました。

新型コロナウイルス感染症の流行後は、保育園の休

園などによりテレワーク勤務が多くなり、出社が必要

な業務に取り組めないことも多く、焦りや不安もあり

ました。しかし、上司や同僚から「まずは家庭が大事

だから、お子さんを優先してあげて」という⾔葉や

「テレワークは本来育児や介護などと両立するための

働き方だから、遠慮せずに利用して」という⾔葉をい

ただき、心に余裕も生まれました。支えていただいて

いる周囲の方々への感謝の気持ちを忘れず、自分に出

来ることは率先して取り組んでいます。自分と同じよ

うに悩む後輩がいるときには、今度は私が背中を押し

て、支えてあげることで恩返しをしていきたいです。

コンプライアンス統括部
業務検査室

深堀 知恵 主任スタッフ

・2013年第一子出産

・2015年第二子出産

2009年入社。四日市支社からIター
ン制度を利用し、千葉支社で勤務。
監査部を経て、2021年から現職。

育児との両立（男性育休）

2歳と0歳の女の子と妻の4人家族です。育休は、長

女の時は妻が里帰り出産から戻ったタイミングで取得

しようと思い、事前に上司や同僚に仕事のスケジュー

ル調整や引継ぎを行なったため、スムーズに取得する

ことができました。また、次女の時は生まれてすぐに

取得しましたが、職場も男性が育休を取るのが当たり

前の雰囲気があるので、取得しやすかったです。

取得前には「パパのためのワーク・ライフ・マネジ

メントハンドブック」を読むことで、育児に役立つ制

度を知ることができました。

育休中は授乳以外の家事、育児を行なうことで、改

めて両親への感謝の気持ちや、妻も含め多くの人への

尊敬の念が生まれました。上司や働く仲間のサポート

にも本当に感謝しています。

自身の体験談は社内イントラサイトに掲載されてお

り、同僚や後輩から育休についての相談を受けること

もあります。そんなときは快く背中を押して、できる

限りサポートしたいと思います。

運用審査部 運用審査Ｇ

中川原 光 主任スタッフ

・2019年第一子誕生

（①7日＋②6日の計13日取得）

・2021年第二子誕生

（①2日＋②8日の計10日取得）

2013年入社。収益管理部、運用企
画部等を経て、2019年から現職。



ワーク・ライフ・マネジメント関連制度

「結婚」、「親の介護」、「親・配偶者の転居」等により転居が必要となる場

合も、勤務地を変更して仕事を続けられます

結婚

勤務地変更取扱（Iターン）※総合職（地域型）対象
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妊娠中および出産後1年以内に、保健指

導または健康診査を受けるため、取得

できます（妊産婦通院休暇日数は、妊

娠週数ごとに限度日数有）

育児のため、子どもが満2歳になるま

で取得できます

産前産後を通算して最大16週間の休

暇を取得できます

積立年休（前年度以前から繰り越した

年休）を利用して、不妊治療を含む傷

病の治療を目的とした休暇を取得する

ことができます

妊娠中および出産後1年以内に、医師

等から勤務時間等に関する指導を受け

た場合、始業・終業時刻を繰り下げて

勤務することができます

妊娠・出産／育児

妊産婦通院休暇

育児休職

産前産後休暇

治療サポート休暇

産前産後の時差通勤等

育児のための時間を、子どもが満1歳に

なるまで取得できます

子どもの検診、予防接種、学校行事への

参加等に対応するために取得できます

（小学校3年生まで）

育児休職から復職の場合、年休が5日上

乗せ付与されます

小学校1年生までの子の育児のために、

始業・終業時刻の繰上げ・繰下げや、所

定労働時間の短縮等ができます

子どもの負傷・疾病時に子どもの世話を

するために取得できます（小学校3年生

まで）

保育所等を利用した月ごとに支給されま

す（3歳まで）

復職・子育て

育児時間

キッズサポート休暇

復職時の年休上乗せ付与

育児のための
労働時間等の柔軟化

子の看護のための休暇

保育料補助支給制度

要介護・要支援状態にある家族の介護ま

たは傷病看護が必要な状態にある家族の

看護のために休職できる制度です

要介護・要支援状態にある家族の通院

の付添い等のために取得できます

家族の介護または傷病看護のために、始

業・終業時刻の繰上げ・繰下げや、所定

労働時間の短縮ができます

家族の介護

介護休暇

家族の介護のための休暇

介護のための
労働時間等の柔軟化



グローバル人財・ LGBTの理解促進

グローバル
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LGBT

✓ 従業員向けの取組み

・社宅貸与の対象者に、同性パートナーおよびその子

・入寮を非希望者に、代用社宅の利用

・結婚、出産、入学祝金

（「パートナーシップ証明書」等を取得した場合等）

・慶事休暇

・育児休職

✓ お客さまへの対応

・「パートナーシップ証明書」の提出により、成立前

確認等を省略して同性パートナーを受取人に指定可能

LGBTに対して正しい理解を持ち行動できるよう、

教材提供を実施しているほか、「LGBT相談窓口」を

設置して個別相談に応じる体制を整備しています。

また、LGBTの理解者・支援者であるAlly（アライ）

を増やし、LGBT当事者が働きやすく働きがいがある

と感じる職場づくりに向け、「ALLY（アライ）・

ステッカー」を配布する取組みを実施しています。

また、LGBTへの社会

の理解を促進するイベ

ント「レインボープラ

イド」にも参加してい

ます※。 ※2018、2019、2022年に参加
（2020、2021年はコロナのため中止）

当社では、北米・アジア・欧州の保険会社に出資するなどグローバルな保険グループ

として事業展開しています。また、当社職員も、グローバル化が進展するなかで外国人

と接する機会が多くなっています。そのような環境もふまえ、当社では、「グローバル

研修」、「海外トレーニー」、「海外留学」等を通じて、グローバルマインドを養うと

ともに、世界共通のグループメッセージ ”Creating peace of mind together” のもと、

海外子会社等も含めたグループ一体運営に取り組んでいます。

✓ グローバル・リーダーシップ研修、グローバル研修

・海外保険事業および関連分野を対象とした、グローバル社会での業務遂行に必要

なリーダーシップ等のスキル等の実践的な習得をめざす研修を実施

・外国人も含めた国際経験豊富な社外講師のもと、英語力向上だけにとどまらず、

文化や思想などが異なるなかで円滑に意思疎通をはかるための心構えなどといった

グローバルマインドを醸成

・2021年度はオンラインで開催し、海外出向者も参加。現地での実体験の共有な

ど、より実践的なプログラムに進化



「MY Mutual Way 2030」では、10年後にめざす姿「『ひとに健康を、まちに元気
を』最も身近なリーディング生保へ」の実現に向け「人事マネジメント改革」では多
様な人財一人ひとりが、その持てる能力を最大限に発揮し、成長・活躍できるよう
「長期的な視点にたった人財育成」、「一人ひとりの意欲や適性に基づく成長・活躍
の後押し」とその体制整備に取り組んでいます。
当社は生命本体で約１万人、グループ全体で約5万の従業員が働いており、この多

様な従業員一人ひとりは価値観も、意見も異なります。しかし一人ひとりが共通の羅
針盤である「明治安田フィロソフィー」を体現し、自分ごと化していくことでチーム
明治安田の結集力が発揮できるものと考えています。
急激な社会、経済環境の変化に対して、今までと同じでは成長はありません。当社
は頑張る人を応援し、その頑張りに報いていきます。頑張った結果、たとえ失敗して
も行動の分だけ前進することができます。その前進の積み重ねこそが「チャレンジ」
であり、自己変革、自己成長に結び付くものと考えています。今後も当社が持続的に
成長するためには、新たな価値創造が必要であり、多様な価値観を受容し、新しい価
値を創造していく「ダイバーシティ&インクルージョン」こそ、明治安田生命グルー
プ全体の牽引力になると考えています。チーム明治安田の一員として、ともに富士山
の頂をめざす挑戦をしていきましょう。
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10年計画「MYMutualWay2030」では、10年後にめざす姿「『ひとに健康を、

まちに元気を』最も身近なリーディング生保へ」の実現に向け「人事マネジメ

ント改革」において、多様な人財一人ひとりが、その持てる能力を最大限に発

揮し、成長・活躍できるよう「長期的な視点にたった人財育成」、「一人ひと

りの意欲や適性に基づく成長・活躍の後押し」とその体制整備に取り組んでい

ます。

当社は生命本体で約1万3000人、グループ全体で約5万の従業員が働いてお

り、この多様な従業員一人ひとりは価値観も、意見も異なります。しかし一人

ひとりが共通の羅針盤である「明治安田フィロソフィー」を体現し、自分ごと

化していくことでチーム明治安田の結集力が発揮できるものと考えています。

急激な社会、経済環境の変化に対して、今までと同じでは成長はありませ

ん。それぞれのおかれている立場や環境の中で、その環境を受け入れ頑張る人

を応援し、その頑張りに報いていきます。頑張った結果、たとえ失敗しても行

動の分だけ前進することができます。その前進の積み重ねこそが「チャレン

ジ」であり、自己変革、自己成長に結び付くものと考えています。今後も当社

が持続的に成長し、お客さまの期待に応えていくためには、新たな価値創造が

必要であり、多様な価値観を受容し、新しい価値を創造していく「ダイバーシ

ティ&インクルージョン」こそ、明治安田生命グループ全体の牽引力になると考

えています。「信頼を得て選ばれ続ける、人に一番やさしい生命保険会社」を

めざして、グループ全員で力をあわせて取り組んでまいります。

「ダイバーシティ&
インクルージョン」を

最大限に推進していきます

常務執行役 浅野 芳一 執行役員人事部長 片山 圭子

多様な人財の活躍を
推進していきます

当社は、年齢、性別、障がいの有無や国籍等でその人の可能性を決めるので

はなく、意欲や能力のある多様な人財一人ひとりの能力を最大限に発揮し活躍

できるよう、「ダイバーシティ＆インクルージョン」の推進に力を入れています。

くわえて、「仕事」と「生活」の双方を充実させ、そのハーモニーによる好

循環を重視する働き方によって、生産性の向上を図る「ワーク・ライフ・マネ

ジメント」にも取り組んでいます。

私自身も、２人の子どもを育てながら、さまざまな仕事に挑戦をしてきまし

た。「メンバーシップ型」雇用を志向している当社では、従業員の活躍の基盤

になるものとして、育児や介護・治療等の両立支援体制を整備しています。そ

して、両立支援体制があるからこそ、安心して、何度でも挑戦することができ、

それが、従業員の成長につながるものと考えます。そしてこの好循環はワー

ク・エンゲージメントを向上させ、一人ひとりの自己成長、活躍意欲の醸成へ

とつながり、結果的に明治安田生命全体の成長とお客さまの信頼向上に結び付

くものと考えています。

この２０２２年４月から持続可能な社会づくりへの貢献に向けて、「企業ビ

ジョン（長期的にめざす姿）」に新たに加わった「未来世代との絆」に寄与す

べく「金融包摂（※）」「こどもの健全育成」への取組みも行ってまいります。

「ダイバーシティ＆インクルージョン」は当社の成長と社会的価値・経済的

価値の向上にもつながると考え引き続き取り組んでまいります。

※全ての人々が、経済活動のチャンスを捉えるため、また経済的に不安定な状況を軽減
するために必要とされる金融サービスにアクセスでき、またそれを利用できる状況
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